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特　集
※音楽CD《郷愁》紹介
※《パワースポットの音》紹介
※枕の姉妹品 スッキリまる
※26-27回 ぶらあぼ体験談
※第15話 開発秘話

《会員の皆様にお願い》
　振込用紙にてのお支払いは商品到
着後、20 日以内にお振り込みをお願
いいたします。
＊ キャンペーン期間中は、電話によ

る注文またはお問い合わせは午後
にお願い致します。

【会報の期限】
※この会報は最終のお買い物（伝聴

研へのご連絡）から約４年間（年
２回発行）お届けしています。

※メールアドレスの登録がある場合
は引き続き PDF でメールに添付し
てお送りしています。

※配信ご希望の方はメールアドレス
をお知らせ下さい。

　会報に載せている商品（一部を省
く）は通常期では会員価格のご提供
になります。
＊ 価格は全て税込価格で表示してい

ます。

ジャック那良さん

《この時期トレーニングを》

　トレーニングは皆さんにとっての最強の
ツールです。トレーニングで免疫を高め、
脳を活性化、引きこもりで萎縮した脳を元
気にしましょう。

嬉しいご報告
　動物ですので治った良くなったは薬事
法に抵触しないでしょうから堂々と紹介
いたします。

　会員の療術師、稲葉千代子様からのご

紹介です。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

　傳田先生、こんばんは。
　小動物はとても効果が早く確認できま
すね。
　那良さんの愛犬ジャックは白内障の目
がスッキリ。交通事故で痛めていた腰か
ら左足が大分良くなり、腰から左足が細
くなっていたのが、左右同じになってきま
した。
　首、肩が、太く凝っていましたが、細く
なり、首が伸びてきました。肩の凝りも
取れてきました。
　ジャック自身で効果がわかるのか、自
ら♫音楽療法をして欲しいと、那良さん
がトレーニングをしているとせがんできま
す。

　その後稲葉さんから、ビデオが送られ
て来ました。ジャックが不自由な体を揺
らせて庭を元気よく走り回っている様子
がとても愛らしく嬉しくなりました。
　この犬ジャックはもらい犬ですが、元
の飼い主の所に戻ろうと道路に出て交通
事故にあって一命を取り留めたのだそうで
す。下半身がとても不自由で稲葉さん、

飼い主の那良さんも必死で回復の手助け
をしていたと言う事です。

　犬の報告は４例目ですが、何れも驚く
程元気になっているようです。
　このシステムは人間の為に作ったもの
ですが、犬のいろいろな病気にも効果的
なようです。
　皆さんジャックを見習ってトレーニング
に励んで下さい。

《前製品、CDセット》
　一旦 CD セットは完売になりました
が、皆様の修理のためにヘッドフォンの
新品を 50 セット以上在庫しています。
ヘッドフォンの新品交換もそれほど多く
なさそうなので、あと 15 セットくらい
製品として組めると分かり、改めて販売
いたします。但し製品は全て《ウルトラ》
になります。
リスニング Dr.‘ブレインスイッチ BOX’

《プリメール》及び《グランデ》
価格は 10万円前後です。

別売　ＣＤプレーヤー　5,500円
《デンダック》 　14,100円
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《追加トレーニングCDのお勧め》

　会員様半分くらいの方は多くのトレー
ニングＣＤを持って頂いています。中に
は発売している全て、自然音も全てお持
ち頂いている方もおりますが、この方々
には既に買って頂く製品はありません。
　しかし多くの方はトレーニングセット
を買ったまま使い続けているようです。
　トレーニングはとても印象的な内容で
すので、一回のトレーニングで脳が大分
覚えてしまいます。
　効果を上げるには新しいトレーニング
ＣＤが必要です。現在 17 種類のトレー
ニングＣＤを発売しています。これを４
枚ずつ一回のトレーニングで使用して頂
けば、最初のＣＤセットに戻る時は約２
年半かかります。また新鮮な気持ちで最
初のＣＤを聴いて頂く事ができます。
　少しずつ、追加のトレーニングＣＤを
持って頂きたいと思います。

〈聴覚トレーニングの効果〉
　時々電話で、「私が、父が、母が、子
供が○○になってしまったんですが、効
果はどうなのでしょうか｣ と言う問い合
わせを頂きます。
　皆様お持ちのトレーニングセットは具
体的に○○に効果とは薬機法の関係で書
く事はできませんが、皆様が思っている
効果の数百倍と大変幅広い効果を得て頂
く事ができます。
　事が起きてから、全てが終わってから
の問い合わせも多くあります。
　｢エー、効果があったんですか〜！知
らなかった！｣
　折角お持ちのシステムなのに、時々と
ても残念な思いを致します。
　困る事態になったときは兎に角ヘッド
フォンを被って頂く。被せて聴いて頂く

事が重要です。是非実行して下さい。
遺言にしておいて下さい。

　トレーニングCD、自然音CD類もこ
れまで通り取り扱っています。
　皆様にはご不便をおかけすることはあ
りませんので、ご安心下さい。

《新開発のメモリープレーヤー》
　メモリータイプのプレーヤー Brain 
Training System を前回ご紹介いたし
ました。
　たいへん多くの方から問い合わせを頂
き「これを待っていたんだ」と、複数台
買って下さった方もおります。

　これ一台と小型のヘッドフォンですみ
ますので、持ち歩きも大変便利である上
に常に安定した超高音質でトレーニング
をして頂ける事からトレーニング効果は
抜群です。

　これで今まで心配の種だった CD プ
レーヤーの音質の問題も解消されまし
た。このメモリープレーヤーの音質を
CD プレーヤーで実現させるには 50 万
円以上の製品を買わなければならないで

しょう。

　このメモリープレーヤーでは理想的な
音質でのトレーニングが可能です。
　脳力開発、健康維持、各種健康回復（リ
ハビリ）、ウツ気分から積極的な前向き
な思考へ。閃き、人付き合いなど、大変
多方面に効果を発揮いたします。
　それは眠っている脳を活性化させられ
るためです。
　またストレスは万病の元です。
　これほど多方面に、また劇的な作用を
幅広く効果を及ぼせるのは、このシステ
ム以外、世の中にはないと自負していま
す。

使い方は簡単
　ヘッドフォンをメモリープレーヤーに
差し込むだけ。あとは白いボタンを押し
て曲を選び、好みの音量に設定して頂く
だけです。
新システムの機能
　新システムはヘッドフォンと本体のみ
で持ち歩きが簡単になり、さらに世界最
高音質でお聴き頂けます。
　ヘッドフォンは専用ですので、互換は
利きません。
　写真の通り、メモリープレーヤーも
ヘッドフォンも小型になっています。持
ち歩きにもとても便利です。
　また伝聴研にお越しの際に聴いて頂く

【体験】の音源も入っていますので、初
めての方に聴いて頂く事もできます。
　購入ご希望の方は直接お申込下さい。
会員価格の他、プレゼントを準備してい
ます。
●ヘッドフォンは全て《ウルトラ》
●音源の圧縮はなし
●液晶パネルには数百枚の画像表示
●持ち歩き可能
Training　System B 24万円
トレーニング CD ４種類
自然音 CD　　　４種類
音楽 CD　　　　２種類
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Training　System M 36万円
トレーニング CD ８種類
自然音 CD　　　８種類
音楽 CD　　　　４種類
7.83Hz シューマン共振波（自然音）
	 両製品とも会員割引有り。

◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆

《通信コースのお勧め》

《“ハイパーリスナー”》
　これまでにたいへん多くの方に受けて
頂いている“ハイパーリスナー”。
　受講費用は 16 万円、補償金５万円（受
講後返金）25 日間専用機をご自宅にお
送りし３日毎に私、傳田が直接指導させ
て頂きます。

　伝聴研最強のツール「通信コース」は
この 20 年価格を据え置いてきました。
　動く機械も少なくなり、機械自体を大
幅改良する必要が出てきました。
　今後、新規の方の場合は若干値上げさ
せて頂く事になるかも知れませんが、現
在はこれまでの料金を適用させて頂きま
す。改定前に受けて頂いた皆様はこれま
での価格体系を維持致します。
　ご興味がある方は予約をしておいて下
さい。予約の方は今後も旧料金を適用い
たします。
　予約をお待ちしています。
　予約金は１万円（受講費からさらに
１万円の割引になります）

予約割引は新たに申し込まれる方のみ
です。
　受講時期は、後日の相談になります。

《自然音ＣＤのお勧め》
　お休み期間に自然のエネルギー、高周
波たっぷりの自然音CDを。
　自然音日記はお休みしていますが、現
在はもっぱら超音波の虫の音を求めて山
奥の草むらに分け入っています。今や完
全に趣味の世界に埋没。
　トレーニングの一時休止期間、もしくは
トレーニングの休み期間にお聴き下さい。

　トレーニング用ヘッドフォンで 10 〜 15
分聴くと、トレーニング効果が期待でき、
ステレオで部屋に流すと自然の中で過ごし
ているような感覚になり、リラクゼーショ
ン効果を満喫できるでしょう。
　合計 40 種類の CD がお待ちしていま
す。全て私、 傳田が海、 山、 山里に出
掛けて録音。編集、 写真、100％私自
身で行っています

《〈郷　愁〉CD のご紹介》
　《ブレインシンフォニー》 6 枚組みの
サービス品として制作した 《郷愁》 です
が、単品での発売もしようと、セットの数
の２倍くらい作ってありました。

　私自身童謡が好きなので、昔懐かしい
曲の特集をしたいという願望は、この事
業の始めから長年持ち続けていました。
　香りや音楽も含めて古い記憶は突然と
蘇る事があります。これはボケ防止の効
果もあることが証明されています。
　その事もあり、昔を思い出せる良い童
謡の CD が制作できないかと、一時は発
売されている童謡の CD を何種類も聴い
てみました。ところが昔のレコードを CD
化したもので音質が悪かったり、編曲や
歌、演奏の質が極めて粗悪なものばかり
でした。また音源使用も難しそうな気配。
　それなら数は少ないが、ヨーロッパ発の
童謡類を集めてみようかと、少しずつ抜き
出していました。
　《ブレインシンフォニー》を制作するに
あたって、「自然の中のモーツァルト」の
ような自然音とミックスさせて懐かしく思う
音楽 CD を１枚制作しようかと考えました。
　いつもだと、あまり知られていない名曲
を使いますが、今回ばかりはどなたも聞き
覚えがある曲ばかりです。
　《ブレインシンフォニー》をお買い頂い
た方にはサービス品として付属させていま
すが、「毎日聴いています」という喜び
の声がたくさん届いています。
　「自然の中のモーツァルト」は４枚組で
すが、この「郷愁」は１枚です。
　音楽 CD ですので、どのような聴き方
をして頂いても結構です。
01　ショパン　夜想曲第 2 番

変ホ長調 Op.9-2
02　ブラームス　5 つのリート

Op.49 〜 4. 子守歌
03　ラヴェル　亡き王女のためのパバーヌ
04　ラフマニノフ

 パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43
05　フォーレ　シシリエンヌ Op.78
06　 メンデルスゾーン 「夏の名残のば

ら」による幻想曲 Op.15
07　作曲者不詳　グリーンスリーブス
08　メリカント　ロマンス
09　シューベルト　子守歌 D.498
10　ウェーバー　魔弾の射手より
 J.277 序曲
11　シューマン　子供の情景
 Op.15 より《トロイメライ》
12　S.H. ウッド　ホームスイートホーム
13　ボッケリーニ 弦楽五重奏曲ホ長調
 G275　第 3 楽章メヌエット
《郷愁》 音楽 CD１枚

特価　3,600円

《「パワースポットの音」のご紹介》
　「気」、現在では波動と言いますね。僕
は気の方がスッキリするんですが、波動と
書きます。
　この事業を始めた頃、まだ木造二階建
ての民家でやっていた頃の話ですが、波
動を使える方が何人かお出でになりまし
た。私は丁度その時お腹の具合があまり
良くなかったのです。
　その方は「そうですかお腹ですか」と
⋯。私は皆さんの体験後のピアノの演奏
を録音していました。
　その直後、体験前後の録音を再生して
聴いて頂いている時、録音にガサガサ音
が入っているんです。
　私は「この音はなんですかね⋯」「⋯」
　先方は「なんでしょうね！」
　ノイズの原因がわからないまま、そのガ
サガサ音が流れる度に僕のお腹がゴロゴ
ロ動くのです。
　「ガサガサ音を聴くとお腹が動きます」
と言うと。「ああ！」「そう言えば紙を擦っ
ていました」と⋯。
　人体の印刷物を見せてくれました。僕
がお腹の調子悪いと言ったもので、お腹
辺りを擦ってくれていたんです。
　その事で波動は録音できると言う事が
ハッキリと理解できたのです。
　それから十数年後、月刊「ムー」から
気の音の録音の CD を出したいという要
請がありました。
　波動は録音できるという前述の経験が
あったもので、また私もその頃気の録音
を模索していた所でしたので、発売を２年
待って頂いて制作いたしました。
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　合計５枚を作りましたが、この音を録音
する為に、沖縄の神様の島、久高島に 2
夏。ゼロ磁場で有名な分杭峠周辺に２年。
　諏訪大社６日間（録音失敗）大雨の中、
暑い海岸。寒い 1,600 メートルの早春の
高地。夜明け前の富士の原生林の中にあ
る神社。夜中の神社は結構怖いものがあ
ります。
　苦労して作ったCDですが、当時「ムー」
では１枚２万円で販売したようです。
《久高島のウタキ》
《富士山の森と聖祠》
《パナリ島の海》
〈葦原神社と大池の気音〉
〈分杭峠の気音〉
　この中の〈分杭峠の気音〉と〈葦原神
社と大池の気音〉は人気で何回も増販し
ました。今後再販は致しませんが、５枚
組みのみ在庫があります。
　「聴いていてどうなんですか？」という
質問を時々受けます。
　「スピーカーで流したら聴感上は普通の
自然音です」としか答えようがありません
が、ヘッドフォンで聴くと一味二味、違い
を感じます。これが気の効果なのかもしれ
ません。敏感な方は「これは凄いですね」
と良くおっしゃいます。
「パワースポットの音」５枚組
	 特価29,000円

CDが壊れた場合の交換。
　CD に傷がついてしまったり、破損
してしまった場合には捨てないで交
換をお申し出下さい。
　まずは気軽にお電話を⋯。

１枚1,600円送料サービス

《ヘッドフォンのバージョンアップ》
　《ウルトラ》の単体販売は終了してい

ますが、《ウルトラ》へのバージョンアッ
プはこれまで通り、今後もお受けしてい
ます。
　トレーニング効果が大きく違いますの
で、バージョンアップをお勧めいたしま
す。
　標準のヘッドフォンはたいへん高音質
ですが、《ウルトラ》は微細な超音波を
発生させるために、脳へ直接刺激を出せ、
より効果的なトレーニングが可能になり
ます。
　《ウルトラ》へのバージョンアップ
は、「バージョンアップ希望」と書いて
送ってください。ヘッドフォンの性能を
チェックし、コードとイヤーパッドは同
時に新しいものに取り替えてお返し致し
ます。
　《ウルトラ》のイヤーパッドはとても
丈夫です。
 送料込み　36,000円

ヘッドフォンが壊れた場合捨てないで！
　ヘッドフォンの修理、交換（35％
引き）もこれまで通り受け付けてお
ります。

イヤーパッド交換　3,900円
新品交換は、ノーマル12,000円

《ウルトラ》30,000円

《「USB オーディオ」デンダック》
　３年ぶりに復活できた《デンダック》
で、大変多くの方から注文を頂きました。
お待たせして申し訳ありませんでした。
　200 個製造いたしましたが、前回で
百個以上の注文を頂き、残りはすでに
90 個近くになっています。
　前回で必要とする方の殆どはお求め頂
いたのではないかと思う事から、在庫の
みの販売で、今後増産するかどうかわか
りません。

　この《デンダック》は一時オーディオ
関係の方からたいへん注目を集めた、小
型超高性能の USB オーディオとして評

判になりました。
　パソコンをお持ちの方はパソコンの
DVD プレーヤーに CD を入れて、USB
端子にこの《デンダック》を差し込んで
使います。パソコンや DVD プレーヤー
の性能に関係なく、超高音質な理想的な
音が再生できます。
　外付けのスピーカーでも発揮いたしま
す。
　十数年販売していますが、故障もなく
安定しています。
　お買い頂いた方には破損を防ぐために
アダプターをサービスしています。
　携帯用 CD プレーヤーをお持ちの方、
またラジカセなどで再生させている方で
パソコンをお持ちの方は是非お使い下さ
い。音楽はこんなに綺麗な音がするんだ、
と感激して頂けると思います。
　現在 IC 不足で、偉く価格も上がって
いますが、従来の価格でお出しできます。　
早めの注文をお待ちしています。

14,850 円➡ 141,00円（税込）

【新商品のご紹介】

《スッキリまる》
　前回ご紹介した「枕」の開発者がまた
新たな商品を開発しましたので、ご紹介
致します。
　詳しくは別紙を参照して頂きたいと思
います。

　首にかける、また二重にして手足首に
巻くなど使い方はいくつか考えられます。
　10 分もすると血流が改善されて筋肉
がとても柔らかくなります。
　首の血流が良くなれば脳への血流も上
がる事になります。
　血流の滞りは病気の元になります。
　血流を良く保つ事が健康の第一歩にな
ります。

　この製品はシリコンチューブの中に波
導体が入っているのが確認できます。
　装着は磁石ですので簡単です。
	 16,500 円（税込）➡ 15,000円
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会報38号注文書
注文受付期間：	会報到着後～ 2023年１月15日まで

※お届けは1週間〜 10日ほどかかります。ご注文の指定日配達は余裕がある場合。
※￥3,000未満のご注文のみ送料￥500を頂きます。
※価格は全て税込です。　※その他のご注文は備考欄に。　会員キャンペーン価格です。
ページ 番号 商　品　名 会報価格 数量 計

2

1 40分トレーニングCD　定価9,950円　今年一番の最安値8,500円 ￥8,500
2 35分トレーニングCD　定価8,650円　今年一番の最安値7,350円 ￥7,350
3 メモリープレーヤー B　基本セット ￥240,000
4 メモリープレーヤー M　中級セット ￥360,000

3
5 通信コース“ハイパーリスナー予約”　申し込み（1万円のサービス）返金はできません ￥10,000
6 自然音CD　定価3,900円　特価3,300円　最安値 ￥3,300
7 音楽CD《郷愁》 ￥3,600

4
8 パワースポットの音（５枚組み）　定価33,000円　➡　29,000円 ￥29,000
9 USBオーディオ《デンダック》 ￥14,100
10 スッキリまる　定価16,500円 ￥15,000

7

11 枕　お試し申し込み ￥2,500
12 枕　お申込、別紙参照　種類
13《水素》suisonia　〈パンフレットが必要な方は備考欄に。〉
14 キクイモ生活 ￥6,600

8
15 不思議な石鹸　1個（1,700円）お一人様15個まで
16 新乳酸菌サプリ《11-1》　１箱9,600円　チラシをご覧下さい。定期購入あり
17 パーフェクトーサ　30袋 ￥23,760

9

18 亜麻仁油生搾り　550粒　（1パック9,000円/3パック24,000円）
19 でんでん米　200g（10パック以上ご注文の単価350円） ￥373
20 スーパー糠（NUKA）　250g（説明書100円/1袋900円/3袋2,500円）
21 天然オリゴ糖ラフィノース　2g×60本（１箱3,480円/3箱10,000円）　定期一箱2,950円

10

22 桑の葉茶　20パック　（1袋1,500円/3袋3,800円）
23 超ミネラル水／「歓喜の響」　2L入り ￥10,450
24 超ミネラル水／「歓喜の響」　定期購入（年間６本以上初回前払い）1本あたり9,000円 ￥54,000
25 還元リップバーム　（1本3,550円/3本10,000円）
26 歯磨き〈ナチュレソフィアプレミアム〉　65g　１本3,000円　4本11,400円

11

27 ◆足楽です輪　（1セット2,200円／ 3セット5,500円）
28 ◆集中できます輪　（１本1,375円／３本3500円）　茜・藍色
29 温泉円盤（SpaUFO）　◆小 ￥26,000
30 糖鎖クリーム《歓喜の恵》 ￥9,900

12

31《蘇生砂》　1kg　（1袋1,000円／ 3袋以上は1袋900円）
32 コウケントー　本体132,000円　（キャスター 13,200円/治療方法の本5,160円）
33 CD、DVD湿式レンズクリーナー ￥1,980
34 ヘッドフォン変換アダプター（お一人様３個まで） ￥150

※ヘッドホンの修理をご希望される方は伝聴研まで直接ご連絡ください。　　　　　　3,000円以上無料→ 送料
送信の前に今一度ご注文内容をお確かめ下さい。 合計

㈱傳田聴覚システム研究所    電話 045－439－5955    FAX 045－439－5956
FAXの際は念のため裏面にもお名前を書いて下さい。　　　　　　メールでの送信先 info@denchoh.co.jp

フリガナ ご
住
所

〒

お 名 前

TEL: FAX:
e-mail　　　　　　　    　　　　　　＠ 携帯メール　　　　　　　    　＠
お届け日 □ 平日　　□ 土曜指定　　□ 日曜指定　　□ いつでも可
時間指定 午前中,  12 ～ 14時（佐川のみ）,  14 ～ 16時,  16 ～ 18時,  18 ～ 20時,  19 ～ 21時
お支払い □ 代引き（現金払／ヤマト運輸）　　□ e‐コレクト （クレジットカード払／佐川急便）　　□ 郵便振込

備 考 欄
その他お書きください。

ご 意 見
（ご自由にお書

きください）

伝聴研行   FAX:045－439－5956
メールでの送信先  info@denchoh.co.jp

ご注文日： 　　年　　 月　　 日
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【26・27】指揮者Y.T.
　指揮者の T さんが理想とするのは、
オーケストラの表現能力を最大限に発
揮したサウンド。傳田文夫著『日本人
はクラシック音楽をどう把握するか』
に書かれた理論が、『聴覚訓練』に役立
つかもしれないと思い、無料体験を申
し込んだ。
　初めての『聴覚訓練』の受講で、T
さんは、すぐに各楽器の子音の豊かさ
と違いがわかった。さらに集中的な訓
練を続けていくうちに、子音成分の聴
き分けができるようになってきた。理
想のサウンドづくりの条件を成立させ
るためには、この子音成分の聴き分け
が必要であり、T さんの場合は『聴覚

訓練』で体得することができた。
　≪伝聴研≫の基本コース、応用コー
スを受講した T さんは、その後、音
大で受け持っているオーケストラスタ
ディの授業や、指揮・指導しているア
マチュアオーケストラの現場で、『聴覚
訓練』を受けて変化したことを実践す
ることにした。各楽器がそれぞれ異な
る適切なタイミングで共鳴体を完全な
共鳴をめがけて、子音を立てて行動開
始することにより、オーケストラ全体
が振動体、ホールが共鳴体としての関
係がほぼ成立する。またリズム感や前
進感が増して、表現力が積極的になり
生き生きしてくる。
　まだ完全に定着したとまではいかな

いが、聴覚訓練で体得した「子音を立
てる意識」の実践を指揮の現場で行い
続け、「伝田式聴覚訓練で得た変化を、
演奏の上で生かしたい」と T さんの挑
戦はまだまだ続く。

【開発秘話】　第 15 話

《音楽に構造があった 2》
　喫茶店に移動した後、殆ど無言の会
話を続けた。
　ただお互いに確認の連続だった。

「螺旋だね」
「⋯⋯」
「そうですね。間違いないでしょう」
「⋯⋯」
「どんな形をしている螺旋でしょうか
ね」

「⋯⋯」
「多分複雑に絡まっているからゴム動力
の飛行機のゴムのように団子がいくつ
かできている形じゃないか⋯⋯」

「⋯⋯」
「いくつ団子を作ればいいでしょう
⋯⋯」

「⋯⋯」
「もし３つの螺旋だとすれば３つの団子
だとつじつまが合うかも知れない⋯⋯」

「⋯⋯」
「そう考えれば下層構造も常に表面に出
る⋯⋯」

「⋯⋯」
「そうですね。螺旋とダンゴ、それです
ね。⋯⋯」

「⋯⋯」
「螺旋⋯⋯」
「そうですね螺旋ですね⋯⋯」
　１分に一回言葉を発するか否かのこ
んな言葉少ない会話が昼近い 11 時頃ま
で続いた。
　会計を済ませ、表に出ようとした時、
彼は「ようやく構造が明らかになりま

したね」と、
「でも先生、これは３次元では表せませ
んね」。

「え〜、何で〜⋯⋯」
「⋯⋯いやいや忘れて下さい。現時点で
それを表現できる手段がありませんか
ら、ゴムのダンゴとして考えを進めて
下さい」と言い残し帰って行った。
　議論の重要性を思い知らされた瞬間
だった。
　無礼な彼の物言いであったが、「殴ら
なくて良かった」としみじみ思わされ
た。
　この構造が明らかになった事で音楽
の現象の全てが明らかになった瞬間で
もあった。

　「３次元で表せない」彼が言いたかっ
た事が分かったのは本が出版になって
３ヶ月後の事だった。全て同時に起こ
る現象だ。ということの意味だった。

・・・・・・・・・
　この事件によって、出版社の社長が
言った重複の書き換えと同時に、結論
の重複部にこの構造の項目を付け加え
た事によって、最後の結論の削除部分
がさらに充実したものになった。

〈文章化は〉
　専門書は専門家が分かる言葉を使え
ば簡単に済ませられる事は多くある。
しかしそれでは逃げになる恐れもある。
出来るだけ専門用語を使って逃げては
ダメというポリシーが私にはあった。
　しかし文章だらけの本というのは読
みたくなくなる。
　そこで同じく中学時代の美術の恩師
が画家になっていることを音楽の恩師

から聞き、画家を訪ねて挿絵をお願い
した。
　その挿絵は文中に使う 40 枚前後の挿
絵で、音楽の恩師は「挿絵というのは
章の前に数枚使うだけです」「そんな事
はあり得ない」と大反対していた。
　画家は「よーし、分かった、直ぐにやっ
てやるよ」と気楽に引き受けてくれた。
が、その後音楽の恩師とはこの事で大
げんかになり音信不通になってしまっ
た。
　その挿絵を挟む事によって硬い内容
の理論書が一般書のような形に出来た
のだ。

〈書けなかった訳だ〉
また渡辺先生の忠告により文化比較

はできるだけ後ろに⋯⋯。
　さらに本文には掲載できない重要な
補足説明をどうするかという問題は「追
旨」という形で纏めて巻末に纏める方
法をとることができた。
　また注釈の他に本文に必要な副次的
な重要な事がらは「補説」として枠で
囲む項目を作る。また重要でありなが
ら本文から逸れた文章は「妙薬」とし
て別の枠を設けた。
　つまり構造で出来た音楽の多数の副
次的な要素が本を構造的にすることで
一つの文章として繋げる事ができたの
だった。

　書こうと必死になっても纏まらない、
その原因は多元的な要素を文章として
一つの筋書きにしようとしていた所に
無理があった事が「音楽の構造」が明
らかになったことで、ようやく理解で
きた。

連載 〈ぶらあぼ〉体験談連載 〈ぶらあぼ〉体験談
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《枕》革命
　なんじゃい。これが枕？？？
　疑問符が幾つあっても足りない！見て
くれも最悪な枕！革命的と言うのはこう
いうものなのでしょう。
　例え買って頂いたとしても返品だらけ
になってしまうと思い、サンプルの貸し
出しをすることに。
　ヘンテコな見てくれと、寝心地、寝覚
めを体感して頂く必要があると思ったわ
けです。
　いざ紹介してみると大変多くの方から
サンプル貸し出しの要請があって、サン
プル品を３台に増やしても３ヶ月もお待
たせすることになってしまいました。し
かし貸し出した方の３分の２以上の方は

「素晴らしい」と直ぐに注文を下さいま
した。手作業ですので、注文を頂いても
また１ヶ月近くお待たせすることになり
ましたが⋯。
　この枕は寝るだけではなく、大変多用
途で、整体、ストレッチ等、その使い方
の説明書も付けてお送りしています。
　この開発者はこの枕を全国に展開でき
たら各地で使い方や整体の講習会をやり
たい。と意気込んでいます。

　昔から麦殻や蕎麦殻、藁、い草、な
ど、いくらでも素材はあったはずが時代
劇でも見かける何故硬い枕しかなかった
のか、とても疑問でした。中には陶器の
枕すらありました。
　これらの枕を考えると良い所があった
のだろうとは思ってはいました。
　近年は柔らかい上、また肩まで埋まる、
低反発の枕などが人気で、硬い枕などは
時代を逆行していると思いますが⋯。
この枕が硬すぎると思ったら百均で売っ
ている薄い滑り止めのクッションを当て
るのも一つの方法です。
　今は付属させています。

《低気圧頭痛》
　近年低気圧頭痛というのが解明されま
した。これは赤道付近で発生する低気
圧（台風）などで微弱な気圧の変化を日
本に居て影響を受けてしまうという事で
す。酷い方は寝込んでしまうほどの重度
の頭痛が起こるようです。

　私も昔から時々酷い頭痛に悩まされて
いました。枕の当て方なのか低気圧頭痛
かどうかは判りませんが、この枕を使用
して以来一度も起こっていません。
　この低気圧頭痛、微細な気候変動を人
間が感じるという事は感性が良い女性に
起こりやすいのではないかと思います。
動物の本能なのかも知れません。

詳しい冊子が付いています。
　今回もサンプルの貸し出しをいたします。

一週間　送料2,500円
　お買い頂く場合は貸し出しの 2,500
円を差し引いて会員価格で、正規の枕を
お送りいたします。予約販売になります。
是非試して頂きたい革命的“枕”です。
安眠・顎関節のコリ ･ 肩首のコリ・歯ぎ
しり・くいしばり・イビキ・無呼吸・不
眠等、日々コツコツと継続することで
徐々に解放に繋がるのではないかと思わ
れます。
　上位機種に 132 万円のものまであり
ます。詳しくは別紙を参照下さい

枕をお買い頂いた方へ
　私は後頭部が少し出っ張っていま
す。
　この枕を４時間くらい当てている
と、後頭部がしびれて来る事があり
ます。
　そこで薄い低反発のシートかゴム
の滑り止めのシートを百均で買って
試しました。
　これがとても快適です。
　痛くなる方は百円出して試してみ
て下さい。

《水素》suisonia
　水素の製品は世の中に多々あります
が、私が信じたものは一つもありません
でした。しかしこの製品は良いのではな
いかと一応情報としてお伝え致します。
スイソニアは、特許 医療器具 !!
電気分解生成水素より、還元力が強い
　《加熱蒸気還元法》により生成される、
つまり水素を含む蒸気配合気体を吸収し
て、生体内の活性酸素の過剰発生を防ぎ
ます。
　操作が簡単で、気軽にご家庭で使用出
来ます。
スイソニアの特徴
※ 口腔内細菌に対し、静菌作用を持ち、

更に腸内環境も良くし、全身の免疫力

を整え、また細菌
の発育や増殖を抑
制します。

※ 上記混合気体が生
体内に入る事によ
り、ミトコンドリ
アが活性化され、
抗炎症作用・血管
安定作用・抗酸化
作用を発揮します
ので、人間が本来持っている自然治癒
力が高まります。

　医療器具ですが、具体的な症例は出せ
ません。
　価格は 120 万円ですが、レンタルも
あります。
　興味ある方はお問合せ下さい。
　パンフレットが必要な方は備考欄に。

【従来品のご紹介】
糖尿の心配がある方に朗報

《キクイモ生活》
　キクイモは菊のような花と生姜のよう
な根の菊科の植物。
　水溶性植物繊維「イヌリン」を非常に
多く含有！
　太陽と大地の恵みの食材。
　イヌリンの働きの驚異！

◦食後の血糖値の急激な上昇を予防
◦ GLP-1（痩せるホルモン）の分泌を

促す
◦中性脂肪の蓄積予防
◦胆汁酸の排泄増加によるコレステロー

ル値の低下
◦イヌリンとＮａの結合による、塩分吸

収防御
◦Ｃａ・Ｍｇ・他ミネラルの吸収を促す
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◦過剰糖化防止による美肌効果、また糖
尿病・アルツハイマー病・動脈硬化等
の予防

◦ビフィズス菌や善玉菌の餌の役割
◦有害物質を腸内で吸着させ、排泄
◦砂糖の１／４と低カロリー

〈微量元素ミネラルとイヌリンの相乗効果〉
　微量元素ミネラル《歓喜の響》と《キ
クイモ生活》を同時に食することにより
次のような相乗効果が期待できます。
　抗酸化酵素・免疫システム・酵素全般
またホルモンの触媒として働く。
　微量元素ミネラルや常量ミネラルの吸
収を、イヌリンという植物繊維は、ブレ
バイオティクスという働きにより、吸収
力をアップさせ、乳酸菌、ビフィズス菌
増殖促進作用・整腸作用・炎症性腸疾患
の改善などに役立ちます。１日 15 粒。

450粒入　特価6,600円

【不思議なオジサンの製品に付いて】
フライパン捨てないで！
　以前大変多くの方にフライパン、天ぷ
ら鍋、オイルポット、バターナイフなど
を買って頂きました。
　この製品に付いてご報告をし忘れてお
りました。
　すでに開発者は亡くなっておりますの
で、今後復活することはありませんが、
これらの製品は一生涯使って頂く事が可
能です。
　以前、たまに「フライパンが焦げ付い
て取れなくなってしまった」という質問
を受けました。これを開発者に聞いた所、

「火にかけて焼き切ってしまうように」
との答えで、質問を受けた方にはお伝え
致しました。
　その事にとても疑問を持って開発者に尋
ねた所、またこの現象をよく理解していた
知り合いが、「この塗料は瞬時に鉄板の中
に染み込んでしまうんだ」と言っていまし
た。「何故鉄に瞬時に染み込む？」と、と
ても疑問に思っていますが、兎に角フライ
パン類のこれらは穴が空いて使えなくなる
までその効果は持続すると言う事です。そ
の事をお伝えさせて頂きます。

《不思議な石鹸》
　前回で販売完了すると思っていました
が、少し残りました。
　今一度ご紹介いたします。
　この石鹸は全身を洗えます。シャン
プーの替わりに使うと毛が生えて来た！

という報告も多数あります。

　ホームページで「ゆらぎの石鹸」と調
べると幾つか出てきます。高い所だと
4,500 円くらいです。
　多分弟さんが作っているのではないかと
思いますが、亡くなった後、引き継いだの
で同じ効果、同じ成分かは全く不明です。
　在庫がなくなり次第終了です。
キャンペーン価格
お一人様上限 15 個に限らせて頂きます。
キャンペーン終了後、余った場合のみ追
加を受付ます。

石鹸　１個			　1,700円

世界初、免疫乳酸菌《11-1》
（イチイチのイチ）

　大反響のこのサプリメント。私には効
果が分からなかったけど、良さそうなサ
プリメントなのでご紹介いたします。と
前々回の会報に書きました。
　しかし皆様からの素晴らしい報告に
ビックリし、また大変多くの注文を受け
ています。回を重ねる毎に注文は増えて
います。います。

　もう 10 年くらい前の事ですが、講演
前々日に血便が出て胃カメラを飲んだの
ですが、微かに傷らしいものがある、と
いう程度でしたが、ついでに大腸も調べ
られました。そこにポリーブが見つかり
良性でしたので、難を逃れる事ができま
した。
　今年春、何か大腸辺りに張るような違
和感がありました。
　そうだ 11-1 があると早速飲み始める
と一週間も経たないうちに違和感が消え
ました。
　原因は何かわかりませんが、「凄いも
のだ」と実感出来ました。

　近年大腸の大きな役割が分かってきま
した。腸を元気に保つ事が健康の秘訣で
もあるようです。
　たいへん多くの方に定期購入頂いてお
ります。是非一箱でも試してみて下さい。
　ご購入頂いた方には今回完成した詳し
いパンフレットをお付けしています。ご
覧ください。
　定期購入申し込みも受け付けていま
す。お問合せ下さい。

１箱30包入り　9,600円

《パーフェクトーサ》
自己免疫力を高め、細胞を生き生きと！
糖鎖は細胞間コミュニケーションの要です。糖鎖は細胞間コミュニケーションの要です。

糖鎖とは
　人間の体を構成する細胞ほぼ全て（心
筋細胞や脳細胞の一部を省く）の表面に
丁度マリモの産毛のように突起している
物質で、受容体やレセプターとも呼ばれ
る情報手段のアンテナの事です。
　臨床報告によれば、糖鎖栄養素を患者
に摂取させたところ、優れた改善がみら
れたと報告されています。
糖鎖と脳にも深い関係が
　シナプスの先端部にある糖鎖がダメー
ジを受けると、隣の細胞の情報を受信
できなくなるため物忘れや体の動きが、
劣ったりします。
　糖鎖は脳内ネットワークに不可欠な物
質です。ボケ防止に大変役にたちますし、
免疫系・神経系・内分泌系の機能を連携
させ、身体のバランスを整える役割をし
ています。
　大勢の方にご愛用頂いています。
　一日一袋を召し上がって下さい。
 30 袋入り　26,400円➡23,760円
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《亜麻仁油生搾り》
　多分このサプリが効くのではないのか
と思っていた矢先、こんなニュースが飛
び込んできました。

■健康産業速報ニュース■
オメガ３系脂肪酸で研究報告、新型コロ
ナの罹患率低減
新型コロナウイルスに対する栄養素や食
品成分の有用性を報告する研究が、各国
で相次いでいる。米国の非営利団体「脂
肪酸研究所」の Arash Asher 氏と、米
国 Cedars Sinai 医療センターの研究者
らは、オメガ３系脂肪酸（ＥＰＡ・ＤＨ
Ａ）が新型コロナ感染症への罹患率と死
亡率を低下させるとする査読前論文を公
表した。
　歳と共に減少していく、オメガ３。亜
麻仁油はオメガ 3 の宝庫。近年大注目
のオメガ 3。
　 必 須 脂 肪 酸 は 体 に 入 る と DHA や
EPA に変化する。
　このサプリは他の製品に比べて劇的に
安い。一回４〜８粒が目安。毎日８粒飲
んでも２ヶ月以上の量が入っています。
　体に入ると脂肪を燃やすため体温を高
め、ダイエット効果も期待でき、また肌
にも便通にも。さらに花粉症などのアレ
ルギーにも効果があるようです。アンチ
エイジング効果抜群のオメガ３です。
　亜麻仁油は酸化しやすく保存が利かな
いと言われていますが、この亜麻仁油は
保存がききますので安心です。
お徳用550粒入１パック		　9,000円

３パック　24,000円

【でんでん米】　
　玄米と黒米のミッ
クスの健康食です。
そのままでも、電子
レンジで温めても、
大豆の副食と味噌汁
でほぼ完全食。玄米
にしてはおいしい。
保存食、非常食にも
うってつけです。

200ｇ　1パック　373円
10パック以上は	 １パック　350円
※ 食品ですので会報の時期のみ取り扱い

ます。品切れご容赦！

《スーパー糠 NUKA》
　胚芽を取り省く為に精米しますが、そ
の胚芽をあらためて摂取しようという、
よく考えてみると笑ってしまうような面
白い製品。

　スーパー糠をフライパンで乾煎りして
ご飯に振りかけて食べます。他にも使い
方いろいろ。
　初回の方は説明書 100 円を一緒に
買って頂きたいと思います。
　詳しくは 30 号をご覧下さい。とても
良い健康食品です。

説明書　100円
250 ｇ 1 袋　900円　３袋　2,500円

《天然オリゴ糖ラフィノース 100》
北海道産天然オリゴ糖 100％
オリゴ糖はビフィズス菌の栄養源
　北海道の大地で丹精込めて育てられま
した。ビート、甜菜（テンサイ）は、別名「砂
糖大根（サトウダイコン）」。産地はヨーロッ
パが中心。日本国内では北海道だけで栽
培されています。根の形が丸大根に似て
いることから、サトウダイコンとも呼ばれ
ていますが、大根ではなく、ほうれん草
と同じヒユ科の植物です。
　ラフィノースは豆類麦類科キャベツ、
ジャガイモなどに少量含まれています。

　人間が長年に亘って摂取してきました。
他の臓器に影響を受けずに大腸まで達し、
ビフィズス菌の栄養源になります。
　現在様々なオリゴ糖の商品が出ていま
すが、100％純粋なものはこのラフィノー
スだけです。

　ヨーグルトやコーヒーに溶かしたり、
煮物などの料理にお使い頂いても有効性
は変わりませんし、お子様やご高齢者に
も安心してお勧めできる食品です。
　ラフィノースはお砂糖ではありませ
ん。食べ過ぎるとお腹がゆるくなること
があります。
　甘味度は砂糖の約 20 パーセント、難
消化性オリゴ糖であり、大腸への到達時
間は２〜５時間（弘前大）で、その殆ど
はビフィズス菌の栄養源となる。勿論、
血糖値上昇にも影響しません。
　効果としては、人間の免疫向上、アト
ピー性皮膚炎を含むアレルギー性皮膚炎
の改善、肝障害改善、歯周病等口腔内改
善などが報告されています。
　アレルギー疾患には真菌であるカンジダ
菌が関与しているケースが多いと言われて
います。カンジダ菌は口腔内や消化管、皮
膚、膣などに常在していますが、日頃、特
に悪さをする事はないが、しかし、免疫力
が低下するとカンジダ菌が異常に増殖し、
病原性を発揮することがあります。「ラフィ
ノース 100」は種々のカンジダ菌を抑制
する作用を持っています。カンジダ症に悩
んでいる方には推奨できる商品です。
2グラム×60本　3,730 円 ➡

1箱 3,480円
3箱 10,000円

定期購入　一箱2,950円
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《桑の葉茶》
　昔、虫が食べるものは人間も食べられ
るとあえて虫食いの葉っぱを収穫してい
る人を見た事があります。
　絹糸は蚕のサナギから作られます。
　私が子供の頃は周囲の農家で盛んに蚕
を育てていました。蚕は桑の葉のみ食べ
て育ちます。
　蚕にしてみたらこれほど美味しく栄養
豊富な食べ物は他にはないのでしょう。
◆桑葉は、天然の食物繊維が豊富。
◆ビタミン、ミネラルが豊富。
　糖質をおだかやにします。
　無農薬で丁寧に作られています。ノン
カフェイン。ミネラルたっぷり。

　500cc のお湯に 10 分。
　ペットボトルのお茶を飲む代わりに普
段携行したら如何でしょうか。美味しく
頂けます。
ティーバッグ 20 袋入り　

１袋1,720円➡1,500円
3袋➡3,800円

【歓喜の響（元祖ミネラル水溶液）】
　私は秋から冬にかけて、子供の頃から
乾燥肌に悩まされ続けていました。
　近年痒くなり始めが重要だと分かり、
今では「歓喜の恵」を使うようになりま
した。
　しかし今年５月になってから手足、背
中に蚊に食われたような痒みに襲われる
ようになりました。
　それに加え両足の指の間に痒み。股間
の痒み。
　水虫まで一緒に来たと水虫の薬を付け
ていました。それにしては皮膚は正常。
おかしい！
　歳を取ると体が痒くなる現象が出るら
しい事はネットで調べて分かりました
が、その症状を、製品を持ってきてくれ
る〈歓喜の響〉の会社の女性に言ったら、

「ああそんなの〈歓喜の響〉を付ければ
治りますよ」と。
　そこでスプレーしてみると立ち所に痒

みが消えてくれました。
　その後に〈クリーム 
歓喜の恵〉を塗ってお
きます。
　こんな使い方もある
んだと驚きました。
　頭皮の痒みに使った
ら立ち所に痒みは消え
ました。頭皮にスプレー
してみて下さい。洗っ
た後が特に効果的なよ
うです。
　風邪気味な時はうが

い。イガイガする時などもうがい。その
後飲んでしまいます。
　成人病予防。病気になる前に一度は
使って知っておいて欲しい製品です。
　ちょっと渋い、酸っぱい味がしますの
で、イタズラでカルピスで割って飲んで
みたら、全くカルピスの味。カルピスと

〈歓喜の響〉と水を同量で割ってみて下
さい。それは飲みやすくというより、美
味しく飲めます。オロナミン C とも相
性が良いようです。虫刺されや軽い火傷
にも効果があります。（２L 入り）
　飲む目安、通常時体重 60㎏の方は一
日 60㏄
　定価 11,000 円 １本　10,450円
※ 定期購入は前払いですが、配送時期を

ご連絡ください。（１本ずつ、または
必要な時にお届け可）
　定期購入（年間６本以上）

６本分前払　54,000円
	 ７本目以降もずっと　9,000円

唇からすべての細胞へ
〈還元リップバーム〉
　口紅の下地、唇の荒れにはもってこい
の商品ですが、それにとどまりません。
　怪我の応急処置、風邪の予防。口内炎、
ヘルペス、白血球、など、思わぬ効果の
報告が良くあります。
　では⋯これにも！、と思い付く事は沢
山あります。
　このリップバームを唇に塗るとたちど
ころに体が酸性から還元されるという
リップクリームです。
　唇が赤いのは血管が見えるからで、唇
からの吸収はとても早いのです。
※ 小さな傷にも塗ると回復が早いです。
※ シミが気になって塗った所、どんどん

薄くなっている。
※ 喉がイガイガしたので、外側から塗っ

たらたちどころにイガイガがなくなった。
※ 鼻炎ギミの人は綿棒で鼻の中に⋯。
※ 難聴ギミな方は耳の周囲、もしくは綿

棒で耳の穴の中に⋯。

　体調が悪い場合には唇に余分に⋯。
　ひょっとすると快調になるかもしれま
せん。
　酸化とは炎症・疲弊・過労・ストレス
などが酸化の原因を生み、老化要因にな
ります。
　還元とは反対に免疫力アップ、回復力
が強く精神的にも肉体的にも体調良好を
示します。この還元力を強めてくれるの
がリップバームです。
　定価 3,850 円
キャンペーン価格１本　		3,550円

3本			10,000円

歯磨き（歯周病）外観が変わりました。
〈ナチュレソフィアプレミアム〉
　大変多くの方に使って頂いています。
　カナダに住んでいる私の姉から、歯が
痛いんだけど、コロナで歯医者にいけな
いから至急送ってくれないかという電話
をもらいました。国際郵便の方法が変わ
り、もたもた１ヶ月も過ぎてとりあえず
送りました。
　その１ヶ月後、「すっかり良くなった、
凄いわね！」と連絡がありました。
　32 種類の自然由来の成分を絶妙にバ
ランスよく配合。歯磨きと言うより、歯
を磨きながら歯を丈夫にするサプリメン
トのような強力な効果を発揮する「歯磨
き？」です。
　ご紹介以来、大きな反響で既に数百人
に愛用を頂いています。
　歯に悩みを持つ方はこんなに多いのだ
ということを改めて気づかされました。
　開発者本人の歯の悩みから開発したも
のです。
　良い製品は小規模事業者から出てく
る、と言う事は真実ですね。
　極細の歯ブラシを、後退してしまった
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歯茎に当てて歯周ポケットを刺すように
使うと効果的です。
　私もこの方法で痛んでいる歯茎の炎症
を解消させています。
　容量は少ないですが、歯ブラシの先に
一滴程度付ければ良いので大型の歯磨き
剤以上に長持ちしています。

★ 人体に優しい主成分８種類の天然植物
エキスを含有

★ 各種ハーブや銀イオン・プラチナイオ
ンで効果的な抗菌力

★ ジェル状で、塗るだけでもお口の隅々
まで届きます。

★ 白い歯や歯茎の痛み予防でリフレッ
シュ。

★ 舌や口腔内の粘膜も浄化して口臭予
防、爽快感。

★ 歯周ポケットにも浸透しやすく、使用
後のさっぱり感。
65ｇ　　定価3,300円

キャンペーン価格　　3,000円
４本組　	11,400円

《足楽です輪》
　膝の痛い方、足腰が不調の方、是非お
勧めです。

　買って送られてくると、きっと皆様こ
う思うでしょう。「えーこんなもの、騙
された」最初私も小馬鹿にしていた製品
です。
　しかし、それほど高額な商品とは違い
ますので、お悩みの方、是非騙されてみ
て下さい。
　一度買われた方から次々と追加注文を
頂くのが効果の証拠です。
　こんなものなら柔らかいゴムで代用で
きるのではないかと試しましたが、うま

く行きませんでした。
　極めて柔らかいですので半年くらいで
劣化してきます。３ヶ月くらいでダメに
なったら交換してくれると言う事です。
詳しい解説書が付いています。
　是非お試し下さい。
足楽です輪　2本組１セット	2,200円

３セット	5,500円

《集中できます輪》
　これも同じく見るとガッカリするで
しょう。
　もともと紐を編んだものですので、半
年もしないうちに伸びきってしまうよう
です。
　効果抜群で、安いので気楽に追加の注
文を下さるのでしょう。
　どうぞお試し下さい。

★頭がシャキッとする。
★集中できる。
★仕事の効率が上がる

色指定　茜色 or 藍色 １本		1,375円
3セット		3,500円

小型 温泉円盤
　以前からご紹介している温泉円盤
｛Spa	UFO｝に小型の製品が加わりま
した。（大型をご希望の方はお問合せく
ださい）
　扱いも楽になりました。また若干お安
く提供できます。
　浴槽に沈めるとお湯の温度との相乗効
果でラジウムやラドンを発生させ、ラジ
ウム、ラドン温泉効果に加え遠赤外線効
果がいとも簡単に得ることができます。

　人間は地球という大地に生まれ育ちま
す。国、地域、それぞれの大地の組成物
に意識なく、それでもそれらに影響され
て生活を営んでいます。
　その一つに育った所の愛着の他に心理
的に影響しているのではないかとも思え
ます。
　地球の大変動をもろに受けて来た複雑
な組成をもつ大地の日本ならではの温泉
文化。是非温泉円盤（粒状風化花崗岩）
蘇生石で体感して下さい。
小型温泉円盤

定価28,600円→　26,000円

糖鎖ローション
《歓喜の恵》
　これは素晴らしい！防腐剤の代わりに
金粉が入っています。
　私はこのお陰で冬の乾燥肌からくる痒
みから解放されて足を掻きむしる事もな
く、スネ毛は綺麗に生えたままです。
　私はひと冬で３本使いました。これが
無かったらと思うとゾッとします。
　売り切れると大変ですので、既に自分
の分として３年分は確保しています。
　これでも痒みが治まらなかった場合は
マツキヨで売っている〈かさ肌かゆ肌〉
のジェルを塗った後、〈歓喜の恵〉を塗っ
てみて下さい。私は今年からこの方法も
とっています。
　また〈歓喜の響〉で紹介したように〈歓
喜の響〉をスプレーしても痒みは結構治
まります。
　皆様にも沢山買って頂きました。追加
の注文も沢山あり、紹介した甲斐があっ
たと嬉しく思っています。肌への吸収力
は抜群ですので、顔や皮膚に付けると
突っ張る感じがありますが、２回塗りし
て頂くととても効果的です。
　乾燥肌、アトピーにも効果があります。

また一般の乳液とし
て使って下さい。
◆具体的には
① 消臭 - 微生物の増

殖による発生のた
め抗菌作用を考慮

② ニキビ吹き出物、
予防 - 抗菌 - 殺菌

③ 紫外線の影響 - 成
分 効 果 に よ り 防
御・保護

④しもやけ・あかぎ
れ・肌荒れ・血行促
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進で改善
⑤筋肉疲労の緩和　等
◆以上の結果、健康　美肌作り
♪ シミ・シワ・たるみの改善
♪ 美白
♪ 柔軟、プリプリ肌
♪ ニキビ肌、吹き出物、アセモの解消
♪ 保水、湿潤、保湿、しっとり感
♪ 筋肉疲労解消
♪ 余分な脂肪分解の援助

200㎖	　12,600円→9,900円

《蘇生砂》
　歓喜の響、浄水器、温泉円盤、〈クリー
ム　歓喜の恵〉などを開発した会社の商
品です。
　ここで使えない細かな粒子の砂を利用
した商品だと思います。
　今年も沢山育てました。ナス４株、キュ
ウリ２株、スイカ、カボチャ、メロン、
トマト、ピーマン、新しくオクラを種か
ら育てました。今年はカボチャ、スイカ
以外は天候不順のためか思わしくありま
せんでした。

　勿論、この蘇生砂を利用しています。
毎年とても美味しい実を頂いています。
　全ての作物の光合成力を 20 〜 40％も
高め、生育を盛んにして生産量を増やす
という効果。
　家庭菜園や庭だったらこの１キロでも
数年使えると思います。プランターには
指でつまんで混ぜるか振りかけて下さ
い。面白い商品です。

１㎏（袋）1,000円
3袋以上は１袋　900円

《コウケントー》
一家に一台必需品。
　我が家ではもう 35 年使っています
し、親戚中持っています。鉛筆くらいの
カーボンを症状に合わせてスパークさせ

ます。その光を指示された通り体の複数
箇所に当てます。
　カーボンの種類が合うととても素晴ら
しい効果を発揮します。カーボンは消耗
品ですが、それほど高いものではありま
せん。
　家族を持ったら一台持つべきだと薦め
ています。
　コロナ予防、病気や怪我にも効果抜群。自
然音日記での怪我もこれで治しました。
　我が家では風邪や怪我では病院のお世
話になっていません。

写真　１号機　132,000円
キャスター　別売（13,200円）
治療方法の本　別売（5,160円）

　キャスターがあると便利です。機械は
一生使えます。

【音響製品】
【レンズクリーナー】
必需品です。

　音飛び防止に。
CD、DVD プレー
ヤーの音の読み
込み部のレンズ
の汚れを落とし
ます。故障と思っ
たら、まずレン
ズクリーナーを

試してください。
　湿式レンズクリーナー

1,980円

《ヘッドフォン変換アダプター》
　注文ついでにお申込下さい。
　お持ちのヘッドフォンから標準プラグ
に変える変換アダプターです。
　伝導効率が良い金メッキ
　お一人３本まで。 １本　150円

《編集後記》
　お陰様で【MG-Z】〈オイルサプリメント〉
は完売いたしました。世の中には私の分
が２つ残るだけです。なくなってみると
オジさんがだんだん遠くなってくる感じ
がします。ご冥福をお祈り致します。

　痒みはイライラするので困ったもので
すが、リップバーム、歓喜の響でも痒み
が止まるとお便りを頂きました。

年末年始休暇

2022年12月29日㈭〜

2023年１月４日㈬

定休日、営業時間

定 休 日　　　土日、祝日

営業時間　　　10時〜18時

体験のお知らせ
　体験をご希望の方は私、傳田が在社
の限り、個人的にお受けしています。
体験は午後１時以降、夜でも大丈夫で
す。ご予約下さい。
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